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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、エコポイントなど緊急経済対策が一定の効果を上げたもの

の、設備過剰や雇用問題は解消されず、個人消費の低迷と加速度的に進行する円高の影響もあり、景気回復の勢い

は鈍化し、非常に不透明な状況となってまいりました。一方、世界経済は最大需要国の米国市場が依然として力強

さに欠け、ヨーロッパ市場も景気が後退してきております。また、内需拡大が進む中国やインドなどの新興国にお

いても、世界経済を大きく牽引するまでには至っていない状況にあります。 

 このような背景のもと、当社グループの主要需要先の１つでありますプリント配線板業界は、中国市場を中心に

活発に推移いたしました。また、もう一方の主力分野であります合繊織物業界は、業界全体の仕事量は縮小しまし

たが、細番手を中心とした軽くて機能性の高い織物の仕事が安定してまいりました。 

 その中で、当社グループにおきましては「ものづくり」に専念し、「選択と集中」のスローガンのもと、高付加

価値品や高機能製品の開発に全力を挙げてまいりました。また、国内市場及び中国やインドを始めとする新興国市

場を中心に、新規分野及び新規顧客の開拓に努力してまいりました。そうした中、当期に入り各分野におきまして

徐々に回復の兆しが見えてまいりましたが、急激な円高の進行や原材料価格の不安定な値動きによって、利益が大

きく影響を受ける状況となりました。しかし当社グループは、特徴あるレジストインクの開発や、繊維用糊剤・油

剤を北陸市場だけでなく海外市場への積極的な販売を行いました。また、化粧品分野ではヘアセット剤だけでな

く、シャンプー・コンディショナー分野にも注力いたしました。印刷関連分野や機能性樹脂分野でも特徴ある樹脂

の開発を行い、売上高と利益の確保に努力してまいりました。また、一方では徹底してムダを排除し、生産性向上

と経費節減に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,577百万円（前年同期比8.7％増）となりました。営業利益は

400百万円（同68.0％増）、経常利益は434百万円（同64.3％増）、四半期純利益は269百万円（同55.9％増）の増

収増益となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は12,417百万円と前連結会計年度末に比べ、66百万円増加いたしま

した。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ242百万円増加し7,988百万円となりました。これは、現金及び預金が121百

万円増加したことや、受取手形及び売掛金が102百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ176百万円減少し4,428百万円となりました。これは、減価償却累計額が増加

したことや大きな設備投資が無かったため有形固定資産が94百万円減少したこと、及び投資有価証券が株価の下落

により89百万円減少したこと等によるものであります。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ2百万円増加し1,473百万円となりました。これは未払金が66百万円減少、未

払法人税等が66百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が95百万円増加したことや賞与引当金等が58百万円増

加したこと等によるものであります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ6百万円減少し447百万円となりました。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ70百万円増加し10,496百万円となりました。これは円高の影響により為替換算

調整勘定が35百万円減少したことや株価の下落によりその他有価証券評価差額金が31百万円減少したものの、利益

剰余金が137百万円増加したことによるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が431百万円と前年同期より155百万円増加しましたが、法人税等の支払額が前年同期より202百万円増加したこ

とや、定期預金の預入による支出が636百万円増加したこと等により、前連結会計年度末から215百万円減少し、当

第２四半期連結会計期間末には1,385百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの概要は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は301百万円（前年同期比38.8％減）となりまし

た。これは主として、税金等調整前四半期純利益431百万円（同56.4％増）に対し、法人税等の支払額が214百万円

（前年同期は11百万円）と前年同期に比べて増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は379百万円（前年同期は0百万円の増加）となり

ました。これは主として、定期預金の払戻による収入2,890百万円（前年同期比11.6％増）等の資金増加要因に対

して、定期預金の預入による支出3,226百万円（同24.6％増）等の資金減少要因があったこと等によるものであり

ます。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は130百万円（前年同期比1.8％減）となりまし

た。これは、配当金の支払額130百万円（同1.8％減）によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループにおきましては、第３四半期以降も徹底した経費の節減と生産の合理化を続ける計画であります。

また、高付加価値品の販売に注力し利益率の改善を図ってまいります。 

 これらのことと、当第２四半期の結果を踏まえ、通期の業績予想を下記のとおり修正いたしました。 

 なお、平成22年５月14日の決算短信で公表いたしました通期の業績予想との差異は以下のとおりです。 

  

 平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日）  

 （注）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を 

        含んでおります。実際の業績等は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定して

おります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ）  7,100  555  640  390 58 81

今回修正予想（Ｂ）  7,100  690  730  445 67 10

増減額（Ｂ－Ａ）  －  135  90  55 －

増減率（％）  －  24.3  14.1  14.1 －

前期実績  6,689  551  635  385 57 65

２．その他の情報

互応化学工業㈱（4962）平成23年３月期　第２四半期決算短信

- 3 -



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,921,717 4,800,494

受取手形及び売掛金 1,885,390 1,782,947

商品及び製品 472,493 453,134

仕掛品 219,533 224,981

原材料及び貯蔵品 356,526 371,949

繰延税金資産 94,108 95,489

その他 39,179 20,867

貸倒引当金 △406 △4,103

流動資産合計 7,988,542 7,745,761

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,731,353 3,730,368

減価償却累計額 △2,735,629 △2,701,758

建物及び構築物（純額） 995,724 1,028,609

機械装置及び運搬具 5,692,407 5,675,487

減価償却累計額 △5,325,614 △5,269,921

機械装置及び運搬具（純額） 366,793 405,565

工具、器具及び備品 865,921 882,961

減価償却累計額 △823,706 △840,438

工具、器具及び備品（純額） 42,215 42,523

土地 2,097,295 2,097,295

建設仮勘定 － 22,036

有形固定資産合計 3,502,028 3,596,030

無形固定資産   

のれん 746 870

その他 55,931 59,523

無形固定資産合計 56,677 60,393

投資その他の資産   

投資有価証券 818,498 907,573

従業員に対する長期貸付金 1,511 1,680

繰延税金資産 25,115 10,560

その他 35,217 36,658

貸倒引当金 △10,110 △7,397

投資その他の資産合計 870,232 949,075

固定資産合計 4,428,939 4,605,499

資産合計 12,417,481 12,351,261
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 998,953 903,435

未払金 107,317 173,584

未払費用 3,994 17,289

未払法人税等 152,289 218,608

賞与引当金 168,316 109,981

役員賞与引当金 － 14,000

その他 42,907 34,447

流動負債合計 1,473,777 1,471,348

固定負債   

繰延税金負債 － 3,367

退職給付引当金 328,007 335,075

役員退職慰労引当金 119,469 115,578

固定負債合計 447,477 454,022

負債合計 1,921,254 1,925,370

純資産の部   

株主資本   

資本金 842,000 842,000

資本剰余金 827,990 827,990

利益剰余金 9,252,017 9,114,904

自己株式 △268,187 △268,187

株主資本合計 10,653,820 10,516,707

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,033 74,299

為替換算調整勘定 △219,465 △183,895

評価・換算差額等合計 △176,432 △109,595

少数株主持分 18,839 18,778

純資産合計 10,496,227 10,425,890

負債純資産合計 12,417,481 12,351,261
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,290,739 3,577,190

売上原価 2,285,196 2,362,126

売上総利益 1,005,542 1,215,063

販売費及び一般管理費 767,166 814,569

営業利益 238,376 400,494

営業外収益   

受取利息 6,235 4,918

受取配当金 2,043 2,292

持分法による投資利益 10,182 34,838

受取ロイヤリティー 20,580 17,246

雑収入 6,524 6,767

営業外収益合計 45,565 66,063

営業外費用   

売上割引 2,804 3,763

為替差損 15,497 25,449

貸倒引当金繰入額 118 2,991

その他 1,346 243

営業外費用合計 19,766 32,447

経常利益 264,175 434,110

特別利益   

固定資産売却益 － 945

投資有価証券売却益 12,078 －

貸倒引当金戻入額 － 3,315

特別利益合計 12,078 4,260

特別損失   

固定資産除却損 291 937

持分変動損失 － 5,894

特別損失合計 291 6,832

税金等調整前四半期純利益 275,961 431,538

法人税、住民税及び事業税 112,592 161,836

法人税等調整額 △10,516 △814

法人税等合計 102,075 161,021

少数株主損益調整前四半期純利益 － 270,517

少数株主利益 912 775

四半期純利益 172,973 269,741
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 275,961 431,538

減価償却費 127,662 115,820

のれん償却額 3,276 124

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,218 △707

賞与引当金の増減額（△は減少） 25 58,334

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,990 3,890

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △14,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,404 △6,911

受取利息及び受取配当金 △8,278 △7,210

為替差損益（△は益） △2,220 1,862

持分法による投資損益（△は益） △10,182 △34,838

持分変動損益（△は益） － 5,894

有形固定資産売却損益（△は益） － △945

有形固定資産除却損 291 937

投資有価証券売却損益（△は益） △12,078 －

売上債権の増減額（△は増加） △274,915 △107,166

たな卸資産の増減額（△は増加） 120,776 △1,154

仕入債務の増減額（△は減少） 238,158 96,502

未払金の増減額（△は減少） 15,192 △48,769

未払費用の増減額（△は減少） 956 △11,663

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,101 △11,050

その他 △24,715 △12,475

小計 428,176 458,013

利息及び配当金の受取額 36,693 57,795

法人税等の支払額 △11,503 △214,030

法人税等の還付額 39,755 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,121 301,778

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △11,507 △41,625

有形固定資産の売却による収入 － 945

投資有価証券の取得による支出 △2,656 △2,820

投資有価証券の売却による収入 14,553 －

定期預金の預入による支出 △2,590,000 △3,226,564

定期預金の払戻による収入 2,590,000 2,890,000

貸付金の回収による収入 169 169

投資活動によるキャッシュ・フロー 557 △379,896

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △133,210 △130,812

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,210 △130,812

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,563 △6,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 366,032 △215,341

現金及び現金同等物の期首残高 1,059,534 1,600,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,425,566 1,385,153
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

連結子会社のうち互応物流㈱は、専ら当社製品の倉庫管理並びに運送業務にたずさわっております。また、ゴ

オウインドネシアケミカル㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売に従事しており、化学工業製品の製造・販売

のみの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は記載しておりません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報は記

載しておりません。 

  

〔海外売上高〕  

（注）１．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  ２．国又は地域の区分の方法………地理的近接度による。 

  ３．アジアに属する主な国又は地域………中国、香港、台湾、インドネシア、韓国等 

  その他の地域に属する国又は地域………ハンガリー、トルコ、ドイツ等 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）       

  アジア   その他の地域   計   

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,133,428    58,913   1,192,342   

Ⅱ 連結売上高（千円）         3,290,739   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 34.4    1.8   36.2   
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループのセグメントは製造方法により「反応系製品」と「混合系製品」に区分しております。 

「反応系製品」は主に釜設備で製造する製品で、繊維用糊剤・油剤、化粧品用樹脂、製紙・印刷用樹

脂、転写用樹脂等使用用途は多岐に渡っております。 

「混合系製品」は主にミル設備で製造する製品で、プリント配線板用のレジストインクなどの電子部品

等に使用される製品であります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円）

    （注）１．セグメント利益の調整額△158,584千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

         す。 

       ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

    

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  報告セグメント  調整額 

（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）２  
  反応系製品 混合系製品 計 

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 

  2,845,685

36,130

 731,505

－

 

 

3,577,190

36,130

 －

△36,130

 

 

3,577,190

－

 計  2,881,815  731,505  3,613,320 △36,130  3,577,190

セグメント利益  523,665  35,413 559,079 △158,584  400,494

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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